
イベント詳細は裏面をご覧ください 

11.25～26 
 
  
 

11月11日（土） 13:30～16:30 
         ※パネル展示は11:00～ 
                          
 

11.11 
 
 

 
 

11月25日（土）～26日（日） 
 25日：11:00～17:00 
   26日：11:00～15:30                          
                   

 

ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウム 

鳥出神社の鯨船行事 
～天下の勇祭 鯨船の魅力と未来への継承～ 

２月１９日（日） 
初級 13:00～14:30 
中級 15:00～16:30 
※受験対策セミナー 
２月５日（日） 

初級 13:00～14:30 
中級 15:00～16:30 

11 
 NOVEMBER 

2017 

I S S U E 

11.12 
 

 
 

11月12日（日） 13:00～17:10 

 

OTONAMIE×TOKYO 

 

三重東紀州ミカン祭り 

 in 三重テラス 

11.28 
 

11月28日（火） 19:00～21:00 
 
           

             

 

  

Pearl Salon 

「Ise-Shima Nouveau」 
～2017年の真珠を誰よりも早く楽しむ～ 



参加費／参加方法／

対象者 内 容 イベント／お問い合わせ 日 時 

※イベント内容、日程等は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 

三重テラス 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-1 「YUITO ANNEX」1F・2F 
〈イベント・観光案内〉10:00～20:00 TEL03-5542-1035 
〈ショップ〉10:00～20:00 〈レストラン〉11:00～23:00（ラストオーダー 食事 22:00／ドリンク 22:30） 
〈定休日〉年中無休（年末年始を除く） http://www.mieterrace.jp 

ええなぁ 伊勢のもん Vol.4 
～“聞いて”“見て”“感じる”伊勢のとっておき～ 
TEL:0596-21-5512 
E-mail:syoko@city.ise.mie.jp  
主催：伊勢市 
共催：伊勢農業協同組合蓮台寺柿部会 
   横輪町活性化委員会 
協力：伊勢湾漁業協同組合、伊勢農業協同組合 
   三重県 

伊勢市の天然記念物である蓮台寺柿や、知る人ぞ知る横輪いもの紹
介・試食・販売を行います！また、横輪いもの芋すりや蓮台寺柿の
渋抜き体験、伊勢うどん、あおさ汁の試食や伊勢市ふるさと納税返
礼特産品の紹介を行います。是非、ご来場ください！ 

無料 

一部先着順 

一般 

申込終了 

三重テラス年末商品内覧会 
TEL:03-5542-1035 

E-mail: eigyo@pref.mie.jp  

主催：三重テラス 

11月3日（金・祝） 
～11月4日（土） 

  3日:11:00～17:00 
     4日:11:00～16:00 

神宮写真展 
 

TEL:03-5542-1035 

E-mail: eigyo@pref.mie.jp  

主催：三重テラス 
 
 

2月20日（月） 
第一部14:00～15:30 
第二部18:00～19:30 

 

かつて、現在の三重テラスにほぼ隣接する土地に、古典
落語「百川」や、幕末ペリー饗応の膳を請け負ったこと
で有名な料亭「百川」がありました。醸造学の権威 小
泉武夫先生（東京農業大学名誉教授）に「百川」や日本
橋についてお話しいただき、往時の日本橋界隈、三重と
の縁について思いをはせます。 
※事前申込の受付開始は1月下旬を予定しています。 

小泉武夫氏が語る 
「幻の料亭 日本橋 百川（ももかわ）」 
（仮称） 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

無料 

事前申込 

一般 

受付終了 

11月25日（土） 
～11月26日（日） 

25日:11:00～17:00 
26日:11:00～15:30 

 
 
 

  11月2日（木） 
     19:00～20:30 

南伊勢町で生まれた江戸時代の偉人・河村瑞賢の生誕４００年を記
念して、南伊勢大学in三重テラスを開講します。瑞賢の魅力はもと
より、まだまだお伝えしきれていない南伊勢町の魅力やおいしさを
感じてもらうため、町内で実際に生産や体験活動にたずさわってい
る方々が講師となって、現場の生の声をお伝えします。 

無料 

事前申込 

一般 

南伊勢大学 in 三重テラス 
TEL:0596-77-0002 
E-mail：zuiken400@gmail.com   
主催：南伊勢町 

11月5日（日） 
14:00～17:00 

 

首都圏に住みながらも三重を愛する若者の集いである「みえフェス
」も今回で７回目の開催です。今回は三重の銘酒をご用意して利き
酒大会を企画しています。三重のお酒は豊かな自然環境を活かして
作られたものが多く、長い歴史の中で受け継がれてきたもの、伊勢
志摩サミットで脚光を浴びて今や全国区の知名度になったものなど
があります。ぜひ、三重テラスで乾杯しましょう。 

有料 

事前申込 

その他 

第７回みえフェス 
三重の地酒・地ツマミの会 
TEL: 0596-20-0170 
E-mail：mie-ui@ebird.co.jp    
主催：みえフェス実行委員会 
後援：みえパトロンクラブ 

11月23日（木・祝） 
19:00～20:30 

Kumano Kodo Seminar 
TEL:059-224-2193 
E-mail:kumanoko@pref.mie.jp   
主催：三重県東紀州振興課 

Radio DJ Chris Glenn will explore the charms of the Kumano 
Kodo Iseji Route! 

ラジオDJでもあるクリス・グレンが熊野古道伊勢路の魅力に迫る！ 

無料 

事前申込 

外国人 

11月11日（土） 
13:30～16:30 

※パネル展示は11:00～ 
 
 
 

四日市STYLE 
ユネスコ無形文化遺産登録記念 
シンポジウム 
TEL:03-3263-3038 
E-mail:tokyojimusyo@city.yokkaichi.mie.jp 
主催：四日市市 

ユネスコ無形文化遺産に登録された「鳥出神社の鯨船行事」につい
て、武蔵野美術大学の神野善治教授、富田鯨船保存会連合会の加藤
正彦副会長らによるシンポジウムを開催します。 

無料 

事前申込 

一般 

三重東紀州ミカン祭り in 三重テラス 
TEL:0597-89-6172 
E-mail:kousha@higashikishu.org 
主催：東紀州地域振興公社 

紀伊半島、三重県南部の東紀州地域は、太平洋に面した黒潮の流れ
る温暖な気候と水はけの良い園地で一年を通じておいしいみかんが
つくられています。三重ブランド認定「南紀みかん」やオレンジと
レモンをかけあわせた「マイヤーレモン」、熊野市特産の「新姫（
にいひめ）」など、東紀州の秋の味覚をお楽しみください。 

 

無料 

申込不要 

一般 

 

 

    11月30日（木） 
～12月1日（金） 

    時間調整中 
 
 
 

つデイ 
TEL:03-6672-6868 
E-mail:03-6672-6868@city.tsu.lg.jp   
主催：津市 

三重県の県庁所在地・津市の歴史、文化、産業、観光情報が盛り
だくさんのイベント「つデイ」を開催！物産販売や体験コーナー
などを交え、毎回内容を変えて津市の魅力をお伝えしています。
津市自慢の特産品の試食・試飲や、プレゼントを用意してお待ち
していますので、ぜひお越しください。 

 

無料 

申込不要 

一般 

 

 

11月12日（日） 
13:00～17:10 

 
 
 

OTONAMIE×TOKYO 
TEL:059-224-2192 
HP:http://otonamie.jp/?p=40044 
主催：三重県南部地域活性化推進課 

三重県出身で、最近故郷にノスタルジーを感じている方や、出身者
でなくても最近三重県って何となく気になるんだよねという方など
など、今回のキックオフイベントに参加してみませんか。このイベ
ントをきっかけに、都市部から三重県のオモシロイことを見付けよ
う、やってみよう、というライトでマジメな風を吹かせたいと思っ
ています。 

無料 

事前申込 

一般 

11月17日（金） 
～11月19日（日） 

17日:11:00～17:00 
18日:11:00～17:00 
19日:11:00～16:00 

 
 
 

食のまち多気未来創生 
なんだか気になる！行った気になる？！ 
多気町ファン感謝祭2017 
TEL:0598-38-1117 
主催：多気町 

昨年大好評だった「なんか気になる！行った気になる？！多気町
ファン感謝祭２０１７」今年も開催！「食のまち多気」が満を持
して本町産品の数々をご紹介します！伊勢いもや前川次郎柿とい
った自慢の食材の数々をご試食いただけます！ぜひ、多気町ファ
ン感謝祭にお越しください！皆様のお越しを三重テラスでお待ち
しています！ 

無料 

申込不要 

一般 

NOV. 

11月10日（金） 
18:30～20:00 

 
 
 

東海地域東京事務所連携移住相談会 
TEL:03-3263-3038 
E-mail:tokyojimusyo@city.yokkaichi.mie.jp 
主催：名古屋市、豊橋市、豊田市、田原市、岐阜市 
   高山市、津市、四日市市 
協力：愛知県、岐阜県、三重県 

東海地域の8都市（名古屋市・豊橋市・豊田市・田原市・岐阜市
・高山市・津市・四日市市）による移住相談会を開催します。 

無料 

事前申込 

一般 

11月28日（火） 
19:00～21:00 

Pearl Salon 
「Ise-Shima Nouveau」 
～2017年の真珠を誰よりも早く楽しむ～ 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

伊勢志摩では12月に入ると本格的な真珠の採取が始まります。今
回は真珠への造詣を深めて頂くとともに、伊勢志摩が全国シェア
90％を超えるベビーパールの取り出し体験も行います。2017年の
ベビーパールを誰よりもどこよりも早く楽しんでいただきます。な
お、ご希望の方は取り出したベビーパールに穴あけしてピアスとし
てお持ち帰りもできます。（金具は有料） 

 

1,000円 

事前申込 

一般 

 

11月7日（火） 
～11月8日（水） 

   7日:10:00～19:00 
     8日:10:00～16:00 

 

松阪市ふるさと納税感謝祭 
TEL: 0598-53-4129 
E-mail：brand.div@city.matsusaka.mie.jp    
主催：松阪市 

松阪市をふるさと応援寄付で応援していただいた方々をお迎えし、
松阪牛をはじめとする特産品の試食や試飲、移住・定住相談、松阪
木綿着付け体験など歴史や文化のかおり高い自然あふれる松阪市の
魅力を広く発信します。 

関係者 

http://www.mieterrace.jp
http://www.mieterrace.jp
http://www.mieterrace.jp
http://www.mieterrace.jp
http://www.mieterrace.jp
http://www.mieterrace.jp
http://www.mieterrace.jp

